
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
必要な情報を手に入れるプロのコツ (祥伝社黄金
文庫:[Gき13-1])

喜多あおい著 祥伝社 002.7||Ki 219000322

2 京大変人講座
酒井敏 [ほか]
著

三笠書房 002.7||Ky 219000464

3
結局、人生はアウトプットで決まる : 自分の価値を
最大化する武器としての勉強術

中島聡著 実務教育出版 002.7||Na 219000432

4
人工超知能が人類を超える : シンギュラリティ --
その先にある未来

台場時生著
日本実業出版
社

007.13||Da 219000349

5
おうちで学べる人工知能のきほん : 楽しく読める
人工知能の教科書

東中竜一郎著 翔泳社 007.13||Hi 219000446

6
機械学習エンジニアになりたい人のための本 : AI
を天職にする (AI & Technology)

石井大輔著 翔泳社 007.13||Is 219000447

7
シンギュラリティ (やさしく知りたい先端科学シリー
ズ:3)

神崎洋治著 創元社 007.13||Ko 219000328

8
エンジニアなら知っておきたいAIのキホン : 機械学
習・統計学・アルゴリズムをやさしく解説

梅田弘之著 インプレス 007.13||Um 219000302

9 GAFA×BATH : 米中メガテックの競争戦略 田中道昭著
日本経済新聞
出版社

007.35||Ta 219000347

10 Preziデザインブック 吉藤智広著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

007.63||Yo 219000461

11
これからはじめるIllustrator & Photoshopの本 (デ
ザインの学校)

黒野明子著 技術評論社 007.637||Ku 219000305

12 3ステップでしっかり学ぶC言語入門 改訂2版 朝井淳著 技術評論社 007.64||As 219000426

13
はじめてのPython : Python3対応 エンジニア入門
編 (Technical master:92)

松浦健一郎, 司
ゆき著

秀和システム 007.64||Ma 219000445

14 東大生の本の「使い方」 重松理恵著 三笠書房 019.12||Sh 219000463

15
「すぐやる人」の読書術 (Asuka business &
language books)

塚本亮著 明日香出版社 019.12||Ts 219000419

16 読書の教科書 : 精読のすすめ 渡辺知明著 芸術新聞社 019.12||Wa 219000471

17 教養が身につく最強の読書 (PHP文庫:て14-1) 出口治明著 PHP研究所 019||De 219000485

18 ベストセラー全史 現代篇 (筑摩選書:0176) 澤村修治著 筑摩書房 023.1||Sa 219000338

19
有刺鉄線内の市民的自由 : 日系人戦時集合所と
言論・報道統制

水野剛也著
法政大学出版
局

070.253||Mi 219000359

20
ペットと葬式 : 日本人の供養心をさぐる (朝日新
書:687)

鵜飼秀徳著 朝日新聞出版 080||As||687 219000270

21
知らなきゃよかった : 予測不能時代の新・情報術
(文春新書:1168)

池上彰, 佐藤優
著

文藝春秋 080||Bu||1168 219000299

22 一切なりゆき : 樹木希林のことば (文春新書:1194) 樹木希林著 文藝春秋 080||Bu||1194 219000300

23
ブロックチェーン : 相互不信が実現する新しいセ
キュリティ (ブルーバックス:B-2083)

岡嶋裕史著 講談社 080||Bu||2083 219000282

24
Web学習アプリ対応C言語入門 : スマホ・PCを使
いスキマ時間で楽々習得 (ブルーバックス:B-
2086)

板谷雄二著 講談社 080||Bu||2086 219000283

25
富士山噴火と南海トラフ : 海が揺さぶる陸のマグ
マ (ブルーバックス:B-2094)

鎌田浩毅著 講談社 080||Bu||2094 219000288

26
深海--極限の世界 : 生命と地球の謎に迫る (ブ
ルーバックス:B-2095)

藤倉克則, 木村
純一編著

講談社 080||Bu||2095 219000287
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27 「オウム」は再び現れる (中公新書ラクレ:640) 島田裕巳著 中央公論新社 080||Ch||640 219000292

28
ストレスと適応障害 : つらい時期を乗り越える技術
(幻冬舎新書:304)

岡田尊司著 幻冬舎 080||Ge||304 219000320

29
ポジティブになれる英語名言101 (岩波ジュニア新
書:898)

小池直己, 佐藤誠
司著

岩波書店 080||Iw||898 219000267

30
クマムシ調査隊、南極を行く! (岩波ジュニア新
書:899)

鈴木忠著 岩波書店 080||Iw||899 219000268

31 生物学ものしり帖 (角川新書:[K-265]) 池田清彦 [著] KADOKAWA 080||Ka||K-265 219000271

32
「脳疲労」社会 : ストレスケア病棟からみえる現代
日本 (講談社現代新書:2349)

徳永雄一郎著 講談社 080||Ko||2349 219000277

33
残業学 : 明日からどう働くか、どう働いてもらうの
か? (光文社新書:980)

中原淳, パーソ
ル総合研究所
著

光文社 080||Ko||980 219000312

34
情報だけ武器にしろ。 : お金や人脈、学歴はいら
ない! (ポプラ新書:169)

堀江貴文著 ポプラ社 080||Po||169 219000362

35
植物の生きる「しくみ」にまつわる66題 : はじまりか
ら終活まで、クイズで納得の生き方 (サイエンス・
アイ新書:SIS-433)

田中修著 SBクリエイティブ 080||Sa||433 219000459

36
僕らのAI論 : 9名の識者が語る人工知能と「ここ
ろ」 (サイエンス・アイ新書:SIS-434)

森川幸人編著/
松原仁 [ほか]
著

SBクリエイティブ 080||Sa||434 219000460

37 世界で闘うためのスーツ戦略 (星海社新書:151) 井本拓海著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||151 219000285

38
知らずにやっているネットの危ない習慣 (青春新書
PLAY BOOKS:P-1138)

吉岡豊著 青春出版社 080||Se||P-1138 219000326

39
図説地図とあらすじでわかる!万葉集 新版 (青春
新書intelligence:PI-572)

坂本勝監修 青春出版社 080||Se||PI-572 219000323

40
メディアは誰のものか : 「本と新聞の大学」講義録
(集英社新書:0969B)

一色清 [ほか]
著

集英社 080||Sh||0969 219000289

41
考えたら負け : 今すぐ行動できる堀江貴文150の
金言 (宝島社新書:520)

堀江貴文著 宝島社 080||Ta||520 219000449

42
なぜかまわりに助けられる人の心理術 (宝島社新
書:532)

メンタリスト
DaiGo著

宝島社 080||Ta||532 219000450

43 カントの「悪」論 (講談社学術文庫:[2524]) 中島義道 [著] 講談社 134.2||Na 219000278

44 物質と記憶 (講談社学術文庫:[2509])
アンリ・ベルクソ
ン [著]/杉山直
樹訳

講談社 135.4||Be 219000286

45 突破力 : 無理なく限界を突破するための心理学
メンタリスト
DaiGo著

リベラル社/星
雲社(発売)

140.4||Da 219000330

46
「かわいい」のちから : 実験で探るその心理
(DOJIN選書:81)

入戸野宏著 化学同人 140.75||Ni 219000421

47 天才とは何か
ディーン・キー
ス・サイモントン
著/小巻靖子訳

大和書房 141.18||Si 219000334

48
進化する勉強法 : 漢字学習から算数、英語、プロ
グラミングまで

竹内龍人著 誠文堂新光社 141.3||Ta 219000327

49 構想力の方法論 : ビッグピクチャーを描け
紺野登, 野中郁
次郎著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

141.5||Ko 219000462

50 「ひとりで頑張る自分」を休ませる本 大嶋信頼著 大和書房 146.8||Os 219000336

51
天才を殺す凡人 : 職場の人間関係に悩む、すべ
ての人へ

北野唯我著
日本経済新聞
出版社

159.4||Ki 219000346

52 死ぬこと以外かすり傷 箕輪厚介著 マガジンハウス 159.4||Mi 219000465

53 知性の磨き方 (SB新書:374) 齋藤孝著 SBクリエイティブ 159||Sa 219000486

54 ヒルコ : 棄てられた謎の神 決定版 戸矢学著 河出書房新社 164.1||To 219000308

55
幻想の√5 : なぜ私はオウム受刑者の身元引受
人になったのか

中谷友香著 ベストセラーズ 169.1||Na 219000355



56 暴力と不平等の人類史 : 戦争・革命・崩壊・疫病
ウォルター・シャ
イデル著/鬼澤
忍, 塩原通緒訳

東洋経済新報
社

204||Sc 219000341

57 世界の歴史大図鑑 コンパクト版

鹿沼博史 [ほか]
訳/三浦嘉治, エ
ス・プロジェクト
日本語版編集

河出書房新社 209||Se 219000306

58 平成の死 : 追悼は生きる糧 宝泉薫著 ベストセラーズ 280.1||Ho 219000357
59 今こそ学ぼう地理の基本 長谷川直子編 山川出版社 290||Im 219000417

60
現職人事が書いた面接試験・官庁訪問の本 2020
年度版 (公務員試験)

大賀英徳著 実務教育出版 317.4||Ge||'20 219000431

61 自治体崩壊 (イースト新書:043) 田村秀著 イースト・プレス 318.2||Ta 219000427

62
持続可能な地域のつくり方 : 未来を育む「人と経
済の生態系」のデザイン : 実践地方創生×SDGs

筧裕介著 英治出版 318.6||Ka 219000467

63 地方創生の罠 (イースト新書:071) 山田順著 イースト・プレス 318.6||Ya 219000428

64 地域政策入門 : 地域創造の時代に 新版
家中茂 [ほか]
編著

ミネルヴァ書房 318||Ch 219000415

65 法学六法 : major laws for beginners '19
石川明 [ほか]
編集代表

信山社 320.91||Ho||'19 219000440

66 刑法総論 (Next教科書シリーズ)
設楽裕文, 南部
篤編

弘文堂 326.1||Ke 219000314

67 囚人と狂気 : 一九世紀フランスの監獄・文学・社会 梅澤礼著
法政大学出版
局

326.935||Um 219000358

68
裁判員の判断の心理 : 心理学実験から迫る (慶
應義塾大学三田哲学会叢書)

伊東裕司著

慶應義塾大学
三田哲学会/慶
應義塾大学出
版会 (発売)

327.67||It 219000425

69 30年分の経済ニュースが1時間で学べる 崔真淑著 大和書房 332.107||Sa 219000335

70
大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる (角
川文庫:21407)

高橋伸夫 [著] KADOKAWA 335.1||Ta 219000273

71
クリエイティブ・スイッチ : 企画力を解き放つ天才
の習慣

アレン・ガネット
著/千葉敏生訳

早川書房 336.1||Ga 219000296

72
リーダーシップのなかった僕がチームで結果を出
すためにした44のこと

佐藤達郎著 実務教育出版 336.3||Sa 219000435

73 伝わるスイッチ 深沢真太郎著 大和書房 336.49||Fu 219000333

74
なぜ、男子は突然、草食化したのか : 統計データ
が解き明かす日本の変化

本川裕著
日本経済新聞
出版社

351||Ho 219000348

75 暴力の人類史 上

スティーブン・ピ
ンカー著/幾島
幸子, 塩原通緒
訳

青土社 361.3||Pi||1 219000433

76 暴力の人類史 下

スティーブン・ピ
ンカー著/幾島
幸子, 塩原通緒
訳

青土社 361.3||Pi||2 219000434

77
大事なことがはっきりするささやかな瞬間 : 関係づ
くりが苦手な世代

ミハエル・ナスト
[著]/小山千早
訳

新評論 361.4||Na 219000476

78
世界にバカは4人いる : 他人を平気で困らせる
人々と付き合う方法

トーマス・エリク
ソン著/オーグレ
ン英里子訳

フォレスト出版 361.454||Er 219000488

79 日本を解き放つ
小林康夫, 中島
隆博著

東京大学出版
会

361.5||Ko 219000293

80 差別はいつ悪質になるのか (サピエンティア:54)
デボラ・ヘルマン
著/池田喬, 堀
田義太郎訳

法政大学出版
局

361.8||He 219000360

81 ジェンダー法学入門 第3版 (HBB+)
三成美保 [ほか]
著

法律文化社 367.1||Je 219000361



82 東京貧困女子。 : 彼女たちはなぜ躓いたのか 中村淳彦著
東洋経済新報
社

367.21||Na 219000340

83
王子様はどこへ消えた? : 恋愛迷宮と婚活ブーム
の末路 (青春文庫:ほ-13)

北条かや著 青春出版社 367.4||Ho 219000325

84
生きづらさを抱えるきみへ : 逃げ道はいくらでもあ
る : #withyou

withnews編集部
著

KKベストセラー
ズ

371.42||Ik 219000356

85
ここから始める「憲法学習」の授業 : 児童生徒の
深く豊かな学びのために

長瀬拓也 [ほか]
編著

ミネルヴァ書房 375.31||Ko 219000414

86
博士になろう! : 理系のための研究生活ガイド
(B&Tブックス)

坂口謙吾著
日刊工業新聞
社

377.5||Sa 219000345

87
大学4年間で絶対やっておくべきこと : なんとなく卒
業しないための50のルール 改訂版

森川友義著 KADOKAWA 377.9||Mo 219000274

88
就活必修!1週間でできる自己分析 : エントリー
シート・面接で失敗しない方法 2021

坪田まり子著 さくら舎 377.9||Ts||'21 219000470

89 ダウン症のこころ 飯沼和三著 同成社 378.6||In 219000473

90
超効率勉強法 : 最短の時間で最大の成果を手に
入れる

メンタリスト
DaiGo著

学研プラス 379.7||Da 219000276

91
点数稼ぎの勉強法 : 東大→東大大学院→600個
超保有の資格王が教える

鈴木秀明著 ダイヤモンド社 379.7||Su 219000477

92 最高のアウトプットができるスゴイ!学び方 山崎拓巳著 かんき出版 379.7||Ya 219000424
93 黒の服飾史 徳井淑子著 河出書房新社 383.1||To 219000307

94
マリー・アントワネットは何を食べていたのか : ヴェ
ルサイユの食卓と生活

ピエール=イヴ・
ボルペール著/
ダコスタ吉村花
子訳

原書房 383.835||Be 219000354

95 鬼とはなにか : まつろわぬ民か、縄文の神か 戸矢学著 河出書房新社 387||To 219000309

96
図説シンギュラリティの科学と哲学 : AIと技術的特
異点の未来予測! : 技術進化の特異点に迫る55の
視点!

野田ユウキ著 秀和システム 404||No 219000444

97
ズーム・イン・ユニバース : 10[62]倍のスケールを
たどる極大から極小への旅

ケイレブ・シャー
フ著/ロン・ミ
ラー, 5Wインフォ
グラフィックスイ
ラストレーション
/佐藤やえ訳

みすず書房 404||Sc 219000368

98
科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけない
か

池内了 [著] みすず書房 407||Ik 219000369

99 身につく統計学
伊藤公紀, 伊藤
裕康共著

森北出版 417||It 219000416

100
R統計解析パーフェクトマスター (Perfect
master:171)

金城俊哉著 秀和システム 417||Ki 219000443

101 基礎と幾何光学 (ヘクト光学:1)
Eugene Hecht
[著]/尾崎義治,
朝倉利光訳

丸善出版 425||He||1 219000363

102 波動光学 (ヘクト光学:2)
Eugene Hecht
[著]/尾崎義治,
朝倉利光訳

丸善出版 425||He||2 219000364

103 有機化学 (国際化学オリンピックに挑戦!:4) 朝倉書店 430||Ko||4 219000301

104 有機化学概説 第7版
John McMurry
著/伊東椒, 児
玉三明訳

東京化学同人 437||Mc 219000455

105 キャラクターでよくわかる宇宙の歴史と宇宙観測 秋本祐希著 技術評論社 443.9||Ak 219000303

106 ウイルスは悪者か : お侍先生のウイルス学講義 高田礼人著 亜紀書房 465.8||Ta 219000418

107
これからの微生物学 : マイクロバイオータから
CRISPRへ

パスカル・コ
サール [著]/矢
倉英隆訳

みすず書房 465||Co 219000367

108 基礎分子遺伝学・ゲノム科学 坂本順司著 裳華房 467.21||Sa 219000430



109
デザイナー・ベビー : ゲノム編集によって迫られる
選択

ポール・ノフラー
著/中山潤一訳

丸善出版 467.25||Kn 219000365

110
生きもののすごい話 : 絶滅と進化のサバイバル
(青春文庫:お-53)

おもしろ生物学
会編

青春出版社 467.5||Ik 219000324

111
生命の歴史は繰り返すのか? : 進化の偶然と必然
のナゾに実験で挑む

ジョナサン・B・ロ
ソス著/的場知
之訳

化学同人 467.5||Lo 219000423

112 外来種のウソ・ホントを科学する
ケン・トムソン著
/屋代通子訳

築地書館 468||Th 219000454

113
ヘンな名前の植物 : ヘクソカズラは本当にくさいの
か

藤井義晴著 化学同人 470.34||Fu 219000422

114 動物学の百科事典
日本動物学会
編

丸善出版 480.36||Do 219000366

115
進化の法則は北極のサメが知っていた (河出新
書:004)

渡辺佑基著 河出書房新社 481.7||Wa 219000311

116
鳥頭なんて誰が言った? : 動物の「知能」にかんす
る大いなる誤解

エマニュエル・プ
イドバ著/松永り
え訳

早川書房 481.78||Po 219000297

117
脳はいいかげんにできている : その場しのぎの進
化が生んだ人間らしさ (河出文庫:[リ3-2])

デイヴィッド・J・
リンデン著/夏目
大訳

河出書房新社 491.371||Li 219000310

118
ヒトの遺伝子改変はどこまで許されるのか : ゲノム
編集の光と影 (イースト新書Q:Q025)

石井哲也[著] イースト・プレス 491.69||Is 219000429

119
ヒトはなぜうつ病になるのか : 世界的発生生物学
者のうつ病体験

ルイス・ウォル
パート著/白上
純一訳

ミネルヴァ書房 493.764||Wo 219000370

120 人がセックスをやめるとき : 生殖の将来を考える
Henry T. Greely
著/石井哲也訳

東京化学同人 495.48||Gr 219000456

121 本当のたばこの話をしよう : 毒なのか薬なのか 片野田耕太著 日本評論社 498.32||Ka 219000351

122
3秒で頭が冴えるすごい方法 : 眠気を取り脳を活
性化させる

堀大輔著 総合法令出版 498.36||Ho 219000468

123
やせる経済学 : 世界でいちばん経済合理的に体
重を減らす方法

ロバート・バー
ネット, クリスト
ファー・ペイン著
/月沢李歌子訳

ダイヤモンド社 498.583||Ba 219000331

124 X線CT : 産業・理工学でのトモグラフィー実践活用 戸田裕之著 共立出版 501.57||To 219000478

125
はじめて学ぶAutoCAD LT作図・操作ガイド
2020/2019/2018/2017/2016/2015対応

鈴木孝子著 ソーテック社 501.8||Su 219000451

126 わか〜る環境法 増補改訂版 西尾哲茂著 信山社 519.12||Ni 219000441

127 Our planet : 私たちの地球

アラステア・フォ
ザギル, キース・
スコーリー著/北
川玲訳

筑摩書房 519.8||Fo 219000339

128 IoTシステムとセキュリティ (設計技術シリーズ)
東芝デジタルソ
リューションズ著

科学情報出版 547.48||Io 219000474

129 VR原論 : 人とテクノロジーの新しいリアル 服部桂著 翔泳社 548||Ha 219000448

130 テキーラの歴史 (「食」の図書館)
イアン・ウィリア
ムズ著/伊藤は
るみ訳

原書房 588.57||Wi 219000353

131 植物病理学 第2版 大木理著 東京化学同人 615.81||Ok 219000457

132
デザインのネタ帳 : 同じ素材&テキストなのに、こ
んなに違う!

Power Design
Inc. 著

ソシム 674.7||De 219000453

133 iPhoneアプリ開発講座はじめてのSwift 諏訪悠紀著 SBクリエイティブ 694.6||Su 219000442



134
ルネサンスのライヴァルたち : ミケランジェロ、レオ
ナルド、ラファエッロ、ティツィアーノ

ローナ・ゴッフェ
ン著/塚本博, 二
階堂充訳

三元社 702.05||Go 219000472

135
なるようになるさ (朝日文庫:[し30-3]. スヌーピー
のもっと気楽に:1)

チャールズ・M・
シュルツ著/谷
川俊太郎訳

朝日新聞出版 726.1||Sc 219000269

136 ぼくは、かいぶつになりたくないのに
こうき絵/中村う
さぎ文

日本評論社 726.6||Na 219000352

137 ピコ太郎のつくりかた (NewsPicks book) 古坂大魔王著 幻冬舎 779.14||Ko 219000318

138 新・魔法のコンパス (角川文庫:[に32-1]) 西野亮廣[著] KADOKAWA 779.14||Ni 219000275

139 楽しく学ぶUnity2D超入門講座 森巧尚著 マイナビ出版 798.5||Mo 219000466

140
ゲームプランナー入門 : アイデア・企画書・仕様書
の技術から就職まで

吉冨賢介著 技術評論社 798.5||Yo 219000304

141 人をつなぐ対話の技術 山口裕之著
日本実業出版
社

809.6||Ya 219000350

142
語彙力上達BOOK : 大人の常識として身に付けて
おきたい

吉田裕子著 総合法令出版 814||Yo 219000469

143 文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 三宅香帆著
サンクチュアリ
出版

816||Mi 219000452

144
ロジカルに伝える技術 : コミュニケーションの必須
ツール「エッセイ・トライアングル」を装備しよう

大庭コテイさち
子著

NTT出版 816||Ob 219000475

145 ICT時代の英語コミュニケーション : 基本ルール 篠田義明著 南雲堂 830||Sh 219000344

146 朗読CDフランス語で聴こう「星の王子さま」

アントワーヌ・ド・
サンテグジュペ
リ著/ベルナー
ル・ジロドー朗読
/小島俊明訳

第三書房 857.7||Sa 219000458

147
ディストピア・フィクション論 : 悪夢の現実と対峙す
る想像力 : Is this the life we really want?

円堂都司昭著 作品社 901.3||En 219000487

148
いにしえの恋歌 : 和歌と漢詩の世界 (筑摩選
書:0166)

彭丹著 筑摩書房 911.102||Ho 219000337

149
かぐや姫と菅原道真 : 私の「竹取物語」論 (和泉選
書:188)

糸井通浩著 和泉書院 913.31||It 219000420

150
邪教シンドローム (角川スニーカー文庫:21258, [あ
-6-1-15]) (この素晴らしい世界に祝福を!:15)

KADOKAWA 913.6||Ak||15 219000280

151
孤島の鬼 (角川ホラー文庫:Hえ1-7. 江戸川乱歩ベ
ストセレクション:7)

江戸川乱歩 [著]
角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売)

913.6||Ed 219000279

152
天才月澪彩葉 (つきみおいろは) の精神病質学
(サイコパス) 研究ノート 2 (アルファポリス文庫)

玄武聡一郎[著]
アルファポリス/
星雲社 (発売)

913.6||Ge 219000329

153 恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。 林伸次著 幻冬舎 913.6||Ha 219000316

154 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ著 文藝春秋 913.6||Hi 219000298

155 月夜彦 (講談社文庫:[ほ39-12]) 堀川アサコ [著] 講談社 913.6||Ho 219000281

156 シーソーモンスター 伊坂幸太郎著 中央公論新社 913.6||Is 219000291

157 光秀の定理 (角川文庫:20106) 垣根涼介 [著] KADOKAWA 913.6||Ka 219000272



158 ニート・ニート・ニート (角川文庫:17545) 三羽省吾 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Mi 219000321

159 余物語 (講談社Box) 西尾維新著 講談社 913.6||Ni 219000284

160 ゲームの王国 上 小川哲著 早川書房 913.6||Og||1 219000294

161 ゲームの王国 下 小川哲著 早川書房 913.6||Og||2 219000295

162 ヘブン 新野剛志著 幻冬舎 913.6||Sh 219000317

163 神童 (幻冬舎文庫:た-49-7) 高嶋哲夫 [著] 幻冬舎 913.6||Ta 219000319

164 緑のなかで 椰月美智子著 光文社 913.6||Ya 219000313

165 きっと誰かが祈ってる 山田宗樹著 幻冬舎 913.6||Ya 219000315

166 Butter 柚木麻子 [著] 新潮社 913.6||Yu 219000290

167 幸福のヒント (だいわ文庫:[189-3D]) 鴻上尚史著 大和書房 914.6||Ko 219000332


